
活動支援情報 ※内容に変更が生じる場合もありますので詳細は各実施機関にお問い合わせください。

実施機関 支援制度名 対象者 対象事業 助成額上限 募集時期 連絡先 HPアドレス

1
（公財）イオン環境
財団

環境活動助成

「生物多様性の保全と持続可能な利用のため
に」をテーマに、活動分野に該当する事業に
て、フィールドワークを伴う活動を行っている団
体

活動分野：
A．植樹
B．森林整備
C．砂漠化防止
D．里地・里山・里海の保全
E．湖沼・河川の浄化
F．野生生物の保護
G．絶滅危惧生物の保護

総額1億円 7～9月
（公財）イオン環境財団
TEL：043-212-6022
FAX：043-212-6815

http://www.aeon.info/e
f/activity/ngo/

NTT自然環境保護基金
自然環境の保護
対象地域：滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県

総額40万円

再彩市場基金 環境の保全 総額5万6千円

大輪会ふれあい基金 「自然と人間の共生」の理念に沿った花・緑・水に関する事業 総額100万円

セバタン環境保護基金 環境の保護・保全 （子供対象の事業） 総額10万円

東洋ゴムグループ環境
保護基金

環境の保護・保全
原則100万円/件
総額約2,600万円

Le Cadeau des Loups基
金

野生動物の保護、その生存環境の保全 総額10万円

一夫フラワー基金 緑化・環境改善 総額1万円

3 （公財）河川財団
河川整備基金（啓発活
動部門）

①一般的助成
地方公共団体、公益法人、一般法人、民間企
業、NPO法人、任意団体、学校
②新設市民団体運営支援助成
NPO法人、任意団体

①一般的助成
川と人々のかかわりを深めるための河川愛護活動・河川環境学
習・人材育成など
②新設市民団体運営支援助成
一般的助成の対象となる諸活動を継続的に行う非営利団体の活
動運営費

①全国規模は1,000万円
地方規模は300万円

②各年50万円/5年以内

4
（公財）河川財団、
（公社）ゴルフ緑化
促進会

河川美化・緑化助成事
業

協力ゴルフ場水系内河川（支川も含む）および
その近傍に植樹等を行おうとする、国、地方
公共団体、公益法人、ＮＰＯなど

河川美化・緑化助成事業に係る財源の確保に協力したゴルフ場が
存在する河川と同一の水系を構成する河川（近畿地方は淀川水
系内河川のみ）における河川やその周辺での植樹等

400万円/件

5
（独）環境再生保全
機構

地球環境基金
民間の発意に基づき活動を行う営利を目的と
しない法人その他の団体

日本国内外の民間団体（ＮＧＯ・ＮＰＯ）が開発途上地域又は日本
国内で実施する環境保全活動（実践活動、知識の提供・普及、調
査 研究等）

概ね400万円 1月

独立行政法人環境再生保全機構
地球環境基金部地球環境基金課
TEL：044-520-9505
FAX：044-520-2190

http://www.erca.go.jp/jf
ge/

6
公益信託経団連自
然保護基金

自然保護活動助成

・助成対象事業の実施状況および予算・決算
などの財政状況について、当基金の求めに応
じて適正な報告のできる団体
・法人格を有する団体、又は、これと同程度に
社会的な信頼を得ている任意団体
・3年以上の自然保護活動の実績がある団体

・自然環境保全法等に基づき指定された地域に係る自然保護を目
的として実施される事業
・事業対象地の行政機関、関係公的機関、他の公益団体・非政府
組織及び地域住民などからも応分の協力が得られること
・その成果が特定の団体や個人の利益に資するものではないこと
・事業が科学的知見をもつ専門家により実施されるか、または事
業の実施にあたり科学的知見を持つ専門家からの助言・協力が得
られること

上限なし 10～12月上旬

三井住友信託銀行（株）
リテール受託業務部 公益信託第
一チーム
TEL：03-5232-8908
FAX：03-5232-8919

http://www.keidanren.or
.jp/kncf/fund/project.ht
ml

7
公益信託コープこう
べ環境基金

コープこうべ環境基金
兵庫県内の自然公園等におけるすぐれた自然
環境の保存および活用に関する実践活動・普
及啓発活動等を行う団体

①実践活動部門
兵庫県内での自然環境保護活動、あるいは自然環境保全のため
の啓発活動。
②自然環境保全に向けた実証的調査・研究部門
兵庫県内の適切な自然環境保全促進のために行う、以下のような
実証的な調査・研究。
・在来・希少動植物の生息状況調査
・生態系の保全活動の有効性検証
・人間の活動が生態系に及ぼす影響・関係性調査

①5～20万円程度
②50万円

10～11月

三井住友信託銀行 リテール受託
業務部公益信託第一チーム
「コープこうべ環境基金」担当
TEL：03-5232-8908

http://eco.coop-
kobe.net/ecofund/info/
index.html

2

http://www.kasenseibiki
kin.jp/info/index.php

（公財）河川財団 子どもの水辺サ
ポートセンター
TEL：03-5847- 8303
FAX：03-5847-8309

10～11月

（公財）大阪コミュニ
ティ財団

1年以上の活動実績を有する非営利団体（法
人格の有無は問いません）か助成対象期間に
実施を予定している公益に資する事業

10～11月
http://www.osaka-
community.or.jp/conten
ts/grant/index.htm

（公財）大阪コミュニティ財団事務
局
TEL：06-6944-6260
FAX：06-6944-6261
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実施機関 支援制度名 対象者 対象事業 助成額上限 募集時期 連絡先 HPアドレス

8
（公財）国際花と緑
の博覧会記念協会

調査研究・行催事等助
成

・公益法人（財団法人、社団法人など）
・特定非営利活動法人（NPO）
・人格なき社団のうち非収益団体で代表者の
定めがあるもの（研究グループや実行委員会
活動クラブなど）

「花の万博」の理念である「自然と人間との共生」の継承発展また
は普及啓発に資する事業であって、生命の象徴としての「花と緑」
に関連する広汎な分野において、科学技術または文化の発展また
は交流に寄与するもの

調査研究開発は100万円/件
活動・行催事は50万円/件
総額1,000万円

8～9月中旬

（公財）国際花と緑の博覧会記念
協会 企画事業部第1課
TEL：06-6915-4516
FAX：06-6915-4524

http://www.expo-
cosmos.or.jp/main/zyos
ei/index.html

9
（公社）国土緑化推
進機構

緑と水の森林ファンド
民間の非営利団体、非営利の法人、個人（調
査研究に限る）

１ 普及啓発：森林・緑・水に対する国民の認識を深めるための普
及啓発活動
２ 調査研究：地域材の利用・山村資源の有効活用や森林の公益
的機能の増進に係る調査研究
３ 活動基盤の整備：森林づくり活動を通した農山村と都市住民等
との交流促進
４ 国際交流：国内で開催される森林に関する国際会議への支
援、海外情報の収集

団体200万円
個人100万円

2～3月
（公社）国土緑化推進機構
TEL：03-3262-8457
FAX：03-3264-3974

http://www.green.or.jp/
kikin/

10
（公財）コメリ緑育成
財団

緑化活動・研究活動助
成

営利を目的としない法人・団体
花や緑に囲まれた美しいふるさとづくりを目的とした地域住民が自
ら行う公共性のある植栽・植樹活動

上限なし 8～10月
（公財）コメリ緑育成財団
TEL：025-371-4455
FAX：025-371-4151

http://www.komeri-
midori.org/koubo/guide.
html

11
コンサベーション・ア
ライアンス・ジャパン

アウトドア自然保護基
金プログラム

自然環境を保護しているグループ 自然環境保護の活動 10～50万円
5月、8月、11
月、2月

コンサベーション・アライアンス・
ジャパン アウトドア自然保護基
金プログラム係
Tel：042-944-5855
Fax：042-944-5825

http://ca-
j.org/grants.html

12
公益信託サントリー
世界愛鳥基金

サントリー世界愛鳥基
金

①「鳥類保護団体活動助成」部門
自然環境の保全のため野生動植物の保護・繁
殖に関する業務を行なうことを主たる目的とす
る法人または任意団体
②「地域愛鳥活動助成」部門
鳥類の保護・観察活動を行なう小学校、中学校
および高等学校のクラブ・委員会や子供エコク
ラブ、又は自治会やボランティア団体等地域の
グループ

①「鳥類保護団体活動助成」部門
鳥類保護活動
②「地域愛鳥活動助成」部門
鳥類保護・観察活動

①総額1,000万円
②20万円/件

総額200万円
7～9月

三井住友信託銀行 リテール受託
業務部 公益信託グループ
公益信託サントリー世界愛鳥基
金
TEL：03-5232-8911
FAX：03-5232-8919

http://koueki-suntory-
aityou.jp/bosyuu/index.
html

13
（一財）自然公園財
団

自然保護ボランティア
ファンド

助成の趣旨に合致し、かつ条件（非営利、会
則、構成員など）を満たす団体

国立公園及び国定公園の自然保護上、重要な地域における自然
環境の保全に資する実践的活動で地域の理解や参加協力を得ら
れる広範なボランティア活動

原則上限50万円/件
総額600万円

1～4月

（一財）自然公園財団 自然保護
ボランティアファンド担当
TEL：03-3556-0818
FAX：03-3556-0817

http://www.bes.or.jp/inf
ormation/fund_3.html

14

（公財）自然保護助
成基金、（公社）日
本ナショナル・トラス
ト協会

プロ・ナトゥーラ・ファンド

自然環境保全およびその研究を目的とする市
民団体に属するグループ。大学研究室、研究
機関、公益法人などに属する自主的グループ
（大学の研究室や国立・県立の研究機関自体
の申請は認められません）。海外の自然保護
団体や国際団体に属し、日本で活動している
グループなど。

（１）国内研究助成（自然保護のための調査研究）
・野生動植物・生態系の保全についての調査研究
・保護問題解決のための調査研究
（２）国内活動助成（自然保護・普及のための活動）
・野生動植物、生態系の保護活動
・自然保護教育の推進、保護思想の啓蒙のための活動
（３）海外助成（海外での自然保護のための調査研究）
・野生動植物・生態系の保全についての調査研究・教育普及活動

単年度で100万円/件
総額2,000万円

6～7月中旬
（公財）自然保護助成基金
TEL：03-5454-1789
FAX：03-5454-2838

http://www.pronaturaja
pan.com/foundation
http://www.pronaturaja
pan.com/foundation

15 しみん基金・KOBE 助成事業（一般枠）
神戸市及びその周辺地域に活動拠点または事
務所を有する非営利目的の市民活動団体

・原則として活動分野の限定なし（指定寄付による特定枠設定時を
除く）
・助成金の使途科目についての制限も、原則なし

事業費総額の4分の3以内か
つ、50万円
総額150万円

7～8月
NPO法人しみん基金・KOBE
TEL：078-230-9774
FAX：078-230-9786

http://www.stylebuilt.c
o.jp/kikin/information/i
ndex.html

16
積水ハウスマッチン
グプログラムの会

積水ハウス環境基金

・ 助成開始日からさかのぼって3年以上継続し
て活動している団体
・公共性の高い活動であること
・活動主体の経営の健全性及び透明性が確保
されていること

サステナブル社会の構築に寄与することを目的とし、環境や生態
系の保全に配慮した活動

原則、過去3年間の平均年間
支出合計の30％以内または
200万円のいずれか低い金額

11～12月

積水ハウス（株）コーポレート・コ
ミュニケーション部CSR室
TEL：06-6440-3440
FAX：06-6440-3369

http://www.sekisuihous
e.co.jp/company/topics
/datail/1190964_1381.h
tml
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17
NPO法人瀬戸内オ
リーブ基金 瀬戸内オリーブ基金

・助成の対象となるプロジェクトを行う団体
（例） NPO／地方公共団体／PTA／学校／ク
ラブ活動／町内会など
・個人であって公益的な活動をする者
・その他当基金が認めた団体

①植樹助成
・市街地の防火林、学校林など都市の緑化に貢献する植樹
・水道や漁業資源を守ることを目的とした植樹
・海岸、河川敷、山火事、牧場跡地などへの植樹
②環境教育助成
・環境教育分野：植樹・伐採・防除・収穫などの作業体験を通じた
環境教育プロジェクト
・希少植物対策分野：絶滅危惧種や地域固有種などの増殖活動

活動場所：瀬戸内海周辺一帯および流域での活動

原則として10～200万円 毎月末日締切
NPO法人瀬戸内オリーブ基金
TEL：0879-68-2911
FAX：0879-68-2912

http://www.olive-
foundation.org/grantinfo
/

18
（一財）セブン-イレ
ブン記念財団 環境市民活動助成

①活動助成
NPO法人、任意団体、一般社団法人
②自立事業助成
「環境の保全を図る活動」が活動分野として認
証され、かつ、法人として3年以上の活動実績
があるNPO法人
③清掃助成
年間を通じて定期的に清掃活動を行っている
市民団体
④緑化植花助成
会員名簿や年度毎の収支報告などがあり、継
続的・組織的に活動を行っている市民団体

・自然環境の保護・保全
・野生動植物種の保護・保全
・体験型環境学習活動
・環境の負荷を軽減する生活をテーマにした活動
・清掃活動
・緑化植花活動

①1団体当たり上限なし
総額7,000万円

②400万円×3年間/団体
③30万円/団体

総額500万円
④50万円/団体

総額2,500万円

12～翌1月
（一財）セブン-イレブン記念財団
TEL：03-6238-3872
FAX：03-3261-2513

http://www.7midori.org
/josei/index.html

19 全労済
全労済地域貢献助成
（環境分野）

日本国内を主たる活動の場とする、下記（1）～
（3）のいずれにも該当する団体
（1）NPO法人、任意団体等（NGO、ボランティア
団体等）
（2）設立後1年以上の活動実績を有する団体
（3）直近の年間収入が300万円以下の団体

・地域の自然環境を守る活動
・循環型地域社会をつくるための活動
・地域の自然や環境の大切さを学ぶための活動

30万円/団体 3～4月上旬

全労済総務部内
地域貢献助成事業事務局
TEL：03-3299-0161
FAX：03-5351-7772

http://www.zenrosai.co
op/zenrosai/topics/ind
ex.php

20
公益信託増進会自
然環境保全研究活
動助成基金

増進会自然環境保全研
究活動助成基金

小・中・高等学校の教員。大学及び研究機関、
その他の研究機関等に所属する方。各学会等
から推薦を受けた方。以上に該当するか、また
はその方を含むグループ

絶滅のおそれのある小動物の保護・増殖に関する調査・研究、及
び絶滅のおそれのある小動物の保護に係る生息環境保全及び環
境復元・回復に関する調査・研究

50万円/件 3～5月
（一財）自然環境研究センター
TEL：03-5824ｰ0960
FAX：03-5824ｰ0961

http://www.jwrc.or.jp/s
hintaku/index.htm

21
（公財）損保ジャパ
ン環境財団

環境保全プロジェクト助
成

ＮＰＯ法人もしくは任意団体として、環境保全活
動の実績が2年以上

・原則として国内において、「自然保護」「環境教育」「リサイクル」
等の分野で、実践的活動を行うもの
・当該度中に開始される予定のもの（既に開始されているプロジェ
クトも可）
・継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果が公益のた
めに貢献するもの

上限20万円/件
総額200万円

9～10月
（公財）損保ジャパン環境財団
TEL：03-3349-4614
FAX：03-3348-8140

http://www.sjef.org/pro
ject/index.html

22 大成建設（株）
大成建設自然・歴史環
境基金

国内に拠点を置き、自然環境または歴史環境
の保全・保存および活用のために、市民活動
や研究を行う営利を目的としない団体等で、適
正な運営、会計処理、情報公開を行っているこ
と

国内ならびに開発途上国の自然環境の保全・活用または歴史的
建造物等の保存・活用にかかわる活動または研究

総額1,500万円程度 4～7月

みずほ信託銀行株式会社 個人
業務部 福祉信託係
『公益信託大成建設自然・歴史環
境基金』 事務局
TEL：０3－3274－921０
FAX：０3－3274－95０4

http://www.taisei.co.jp/
about_us/society/kikin/

23
（公財）高原環境財
団

緑化、環境学習活動助
成事業

①緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助
成事業
日本国内に所在する法人、地域活動団体
②子供たちの環境学習活動に対する助成事業
日本国内の保育園、幼稚園、小学校、および
子供会、町内会等の地域活動団体（事業地
が、原則として人口10万人以上の市区町村の
都市計画法第7条に基づく市街化区域内であ
ること）

①緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業
①屋上、②建物の外壁面、③駐車場、④空地、等で行う新たな緑
化事業で、樹木、芝、多年草等を植栽するもの
②子供たちの環境学習活動に対する助成事業
小学生以下の子供を対象に行う、緑化や自然体験などの環境保
全に関する体験・学習活動

①200万円/件
総額600万円

②50万円/件
総額400万円

2～5月
（公財）高原環境財団
TEL：03-3449-8684
FAX：03-3449-2625

http://takahara-
env.or.jp/bosyu/02_env_
study.html
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24 宝酒造（株）
タカラ・ハーモニストファ
ンド

個人・任意の団体
日本の緑を構成する森林等の陸域、または海、湖沼、河川等の水
域の自然環境（生物の生態把握等も含む）に関する実践的な研
究・活動で、条件を満たすもの

総額500万円程度 3月

みずほ信託銀行株式会社 京都
支店 営業2課
公益信託タカラ・ハーモニストファ
ンド事務局
TEL：075-211-6231
FAX：075-212-4915

http://www.takarashuz
o.co.jp/environment/fu
nd/

25 TOTO（株） TOTO水環境基金

・営利を目的としない市民活動団体（法人格の
有無や種類を問わない）
・地域（日本国内）に根ざした活動をしている団
体、または日本国内に本部を有する団体で、
海外に支部（現地拠点）あるいは現地カウン
ターパート（現地NGOなど）を有し、現地スタッフ
が活動している団体

・地域の水と暮らしの関係の再生または新しい文化の実現に向け
た実践活動
・地域の水と暮らしの関係についての調査研究活動
※大賞地域：日本国内および海外

80万円程度/件
総額約1,300万円

8～9月

TOTO（株）総務部
TOTO水環境基金事務局
TEL：093-951-2224
FAX：093-951-2718

http://www.toto.co.jp/c
ompany/mizukikin/

26
（公財）都市緑化機
構

花王・みんなの森づくり
活動助成

①｢森づくり活動｣分野
国内で森づくり活動に関わる団体
②｢環境教育活動｣分野
国内で環境教育活動に取り組んでいる団体

①｢森づくり活動｣分野
市民による植樹や樹木の管理、里山や雑木林などでの保全と復
元活動など
②｢環境教育活動｣分野
緑地や里山をフィールドとした活動で、植樹や里山保全活動などを
通じて環境を大切にする心を育む活動

1年目50万円
2年目50万円
3年目25万円

8～10月

（公財）都市緑化機構
「花王・みんなの森づくり活動助
成」事務局
TEL：03-5216-7191
FAX：03-5216-7195

http://www.kao.com/jp
/corp_csr/social_activiti
es_00_00.html

27 トヨタ自動車（株）
トヨタ環境活動助成プロ
グラム

民間非営利団体

環境を保全するための地域に根ざした実践的な活動
【活動例】
■絶滅危惧種・稀少種の保護
■生態系保全のための環境学習・体験の実践
■森林保全や再生のための植林活動
■環境技術（省ｴﾈﾙｷﾞｰ、自然ｴﾈﾙｷﾞｰ等）の活用・普及

300万円 4～6月上旬

トヨタ環境活動助成プログラム事
務局
TEL：03-3817-9238

http://www.toyota.co.jp
/jpn/sustainability/soci
al_contribution/environ
ment/ecogrant/

28
（公社）日本河川協
会

｢きれいな川と暮らそう｣
基金

きれいな川、親しめる川とともに暮らすため、川
や水辺で活動を行っている学校および市民団
体（ＮＰＯ、ＮＧＯ、サークルなど）

水資源確保・河川美化清掃・水質保全などの水環境保全活動 上限100万円/団体 7～11月

（公社）日本河川協会｢きれいな
川と暮らそう｣基金 事務局
TEL：03-3238-9771
FAX：03-3288-2426

http://www.japanriver.o
r.jp/kireinakawa/

29
（公財）日本環境協
会

藤本倫子環境保全活動
助成基金

①環境保全活動助成
地域に根差した環境活動を、継続して2年以上
行っている団体
②環境教育プログラム開発助成
環境教育プログラム・環境教材の開発実績が
ある団体
③こども環境活動支援助成
小学生・中学生が中心となって活動するグルー
プ（メンバー5名以上）

①環境保全活動助成
「地域に根差した環境保全活動」や、「地球温暖化防止を目的とし
たライフスタイルの見直しを促進する活動」
②環境教育プログラム開発助成
こどもを対象にした「体験型環境プログラムの開発」や「環境教育
教材の開発」
③こども環境活動支援助成
小・中学生のグループが行う「環境保全活動」や「自然観察活動」
など

①30万円
②30万円
③2～10万円

①3月
②3月
③4～6月中旬

（公財）日本環境協会
藤本基金運営管理委員会事務局
TEL：03-5643-6262
FAX：03-5643-6250

http://www.jeas.or.jp/a
ctiv/prom_01_00.html

30
日本たばこ産業
（株）

JT NPO助成事業
～地域コミュニティの再
生と活性化にむけて～

・公益性を有し利益を追求しない非営利法人で
あること
・法人格を有して1年以上の活動実績を有する
こと
・法人の設立目的や活動内容が、政治、宗教、
思想などに偏っていないこと

非営利法人が日本国内において地域社会の核となって実施する、
地域コミュニティの再生と活性化につながる事業
■ 里山の森林保全・植林事業
■ 自然体験活動
■ 環境美化活動 など

150万円/件 10～11月

日本たばこ産業（株）CSR推進部
社会貢献室
TEL：03-5572-4290
FAX：03-5572-1443

http://www.jti.co.jp/csr
/contribution/social/np
o/entry/index.html

31

（公社）日本ナショナ
ル・トラスト協会、
（公財）自然保護助
成基金

ナショナル・トラスト活動
助成

自然環境の保全等を目的とする民間の活動団
体で、条件（法人格、非営利など）を満たすもの

・自然保護のために土地を購入する費用（あるいは借地にかかる
費用）と、トラスト団体の立ち上げにかかる費用
・取得したトラスト地に係る維持管理費用、看板・柵・歩道等の整備
費用、PR用パンフレット等の作成費用

800万円/件 4～8月

（公社）日本ナショナル・トラスト協
会 助成金係
TEL：03-5979-8031
FAX：03-5979-8032

http://www.ntrust.or.jp/
gaiyo/joseikin.html

32
（公社）日本フラ
ワーデザイナー協
会

NFD one leaf fund 対象事業を行う団体・個人

①植物保護活動
日本古来の植物種、地域固有種、絶滅危惧種等の保護・増殖等
に関する公益的な活動
②自然保護・環境保全・環境福祉の調査・研究
日本の希少植物種の保護や自然景観・環境保全・環境福祉への
貢献が期待できる調査・研究活動

80万円/件
総額300万円

4～8月
（公社）日本フラワーデザイナー
協会
TEL：03-5420-8741

http://www.nfd.or.jp/act
ivity/nfd-one-leaf-fund
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33
パタゴニア日本支
社

環境助成金プログラム

・非営利活動を行っているグループ
・常に行動を起こしているグループ
・広く一般の人々を巻き込み、支持を得ている
グループ
・目的を達成するために戦略的に活動している
グループ
・問題の根本の原因を見極め、その原因に働
きかけているグループ
・明確な目標と活動対象を持っているグループ

具体的な環境保護活動
（自然環境の保護／回復、地域に残る生物の生息域の保護、絶滅
の危機にある野生生物の保護など）

20～70万円/団体 4月、8月
パタゴニア日本支社 環境助成金
プログラム係
TEL：0467-23-8961

http://www.patagonia.c
om/jp/patagonia.go?ass
etid=6517

34
パナソニック（株）、
NPO法人 地球と未
来の環境基金

Panasonic NPOサポー
ト ファンド【環境分野】

環境問題に取り組み、強い市民社会の創造を
目指すNPO/NGO（NPO法人・任意団体・財団
法人・社団法人など）

第三者の多様で客観的な視点を取り入れた組織基盤強化の一連
の取り組み（最長3年）

200万円/団体
総額1,500万円

7月

NPO法人 地球と未来の環境基金
（EFF）
Panasonic NPOサポート ファンド
【環境分野】 協働事務局
TEL：03-5298-6644
FAX：03-3255-2202

http://panasonic.co.jp/
citizenship/pnsf/

35
阪急阪神ホール
ディグス（株）

阪急阪神 未来のゆめ・
まち基金

（1）公益的な活動を行う非営利の市民団体（特
定非営利活動法人またはボランティアグルー
プなどの任意団体）で、通常活動する主な地域
が阪急阪神沿線であること
（2）一般財団法人、一般社団法人、公益財団
法人、公益社団法人、社会福祉法人、学校法
人、医療法人、営利を目的とする法人等を除く
（3） 募集分野における活動実績があり、団体
設立から3年以上であること
（4） 団体を構成する会員が5人以上いること

・地域環境づくり
地域コミュニティが、安全・安心かつ文化的で環境に配慮しながら
発展する、持続可能なまちづくり
（例）地域の安全・美化活動、里山保全、地産地消、地球温暖化防
止活動など
・次世代の育成
未来の地域社会を担うこども達が、夢を持ち、健やかに成長する
機会づくり
（例）こども達のための自然体験、環境教育、文化・芸術・スポーツ
活動、国際理解、福祉など

50万円/件
総額700万円

10～11月下旬
（社福）大阪ボランティア協会
TEL：06-6809-4901
FAX：06-6809-4902

http://www.hankyu-
hanshin.co.jp/yume-
machi/kikin.html

36
（公財）日立環境財
団

環境NPO助成

1.特定非営利活動促進法（NPO法）第10条の
規定にもとづき設立された国内の法人
2.環境分野での実践活動実績（再委託や、第
三者の活動支援を主たる目的とする活動は除
く）を有する国内の任意団体

1.環境と経済との統合に資する活動
(循環型経済社会実現への取組みなど)
2.環境問題の解決に資する科学・技術的活動
(自然エネルギーの活用、環境に有効な科学技術の検討など)

150万円/件
総額800万円

10～翌1月
（公財）日立環境財団
TEL：03-5221-6677
FAX：03-5221-6680

http://www.hitachi-
zaidan.org/kankyo/work
s/work03.html

37
（公財）日野自動車
グリーンファンド

日野自動車グリーン
ファンド

対象事業に係わる活動・研究を行う団体・グ
ループ・個人等

・自然環境保全に資する樹木や草花の植樹の実施
・自然環境保全活動の実施
・自然環境保全に資する調査や研究の実施
・自然環境保全に資する教育や諸啓発活動の実施

総額750 万円 5～7月

（公財）日野自動車グリーンファン
ド 事務局
TEL：042-586-5369
FAX：042-586-5222

http://www.hino.co.jp/c
sr/greenfund/greenfund
_index.html

38
（公財）ひょうご環境
創造協会

ひょうご環境保全創造
活動支援助成

以下の条件を満たす兵庫県内の活動団体
・県内に活動の本拠を有すること
・活動区域が主に県内であること
・会則をもち、団体の代表者が決まっているな
ど、活動を適正に行える組織が確立しているこ
と

県内において取り組まれ、または取り組もうとされている環境の保
全と創造に関する活動
①スタートアップ支援助成（1団体につき2回まで）
県内で環境保全創造活動を行う団体を立ち上げようとするもの、お
よび団体を立ち上げてから2年未満の団体がその団体を維持運営
するための活動。
②環境保全創造事業助成(1団体につき3回まで)
県内で概ね2年以上継続して環境保全創造活動を行っている団体
の実践的活動

①20万円
②30万円

2～3月

（公財）ひょうご環境創造協会
（ひょうごエコプラザ）
TEL：078-371-7710
FAX：078-371-7750

http://www.eco-
hyogo.jp/support/kanky
ogakushu/hozen/

39
兵庫県瀬戸内海環
境保全連絡会

瀬戸内海環境保全活動
助成

瀬戸内海の環境保全活動に取り組んでいる団
体又は取り組もうとする以下の団体
(1)県内に事務所を有する非営利組織（任意団
体含む）
(2)地域団体等(自治会･学校･ＮＰＯ法人等)と連
携して事業を実施する兵庫県瀬戸内海環境保
全連絡会会員

(1)瀬戸内海の環境の保全と創造に関する思想の普及及び意識の
高揚のための活動
(2)瀬戸内海の環境の保全と創造に関する情報の収集及び提供の
ための活動
(3)瀬戸内海の環境の保全と創造に関する調査研究活動

※海･海岸だけでなく、瀬戸内海の環境保全につながる河川や山･
森での活動も対象となります。

原則として10万円又は活動経
費の3/4に相当する金額の、
いずれか低い額

5月

兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会
事務局
兵庫県農政環境部環境管理局水
大気課内
TEL：078-341-7711（内線：3383）
FAX：078-362-3966

http://www.pref.hyogo.j
p/JPN/apr/shien/index.
html
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40

フィリップモリスジャ
パン（株）
（社）瀬戸内海環境
保全協会

KJB瀬戸内基金
瀬戸内海地域（流域を含む）において、環境美
化・保全活動に取り組む団体であるこに取り組
む非営利組織

(1)環境の美化
・海洋ごみ又は河川ごみの回収・運搬による海域又は河川の美化
活動
・海域又は河川におけるごみの投棄等防止又は啓発の活動
(2)環境の保全
・瀬戸内海の環境保全、創造再生に関する活動及びその啓発
・海域又は河川での水質・生物等調査
・環境学習・体験活動の実施

30万円 2月
（社）瀬戸内海環境保全協会
TEL：078-241-7720
FAX：078-241-7730

http://www.seto.or.jp/s
etokyo/kjb/

41
公益信託富士フイ
ルム・グリーンファン
ド

富士フイルム・グリーン
ファンド

①活動助成
身近な自然の保全や、自然とのふれあいを積
極的に行っていること
②研究助成
身近な自然環境の保全・活用の促進に関する
具体的な研究や、ふれあいの場としての緑地
の質的向上を目指した実証研究等を行ってい
ること

①活動助成
自然環境保全もしくは自然とのふれあい活動
②研究助成
身近な自然環境保全のための調査研究もしくは自然とのふれあい
を促進するための調査研究

上記の目的に合致した活動あるいは研究で、条件（非営利、国内
など）を満たすもの

総額850万円 3～5月
（一財）自然環境研究センター
TEL：03-5824ｰ0960
FAX：03-5824ｰ0961

http://www.jwrc.or.jp/s
hintaku/index.htm

42
公益信託ミキモト海
洋生態研究助成基
金

ミキモト海洋生態研究
助成基金

大学または研究機関の研究者や研究グルー
プ、中・高等学校等の教諭、生物クラブなど

潮間帯から浅海にわたる海域を対象とした
1.生物に関する調査・研究
2.生物の生息環境に関する調査・研究
3.生態の保全のあり方に関する調査・研究

100万円/件
総額400万円

3～5月
（一財）自然環境研究センター
TEL：03-5824ｰ0960
FAX：03-5824ｰ0961

http://www.jwrc.or.jp/s
hintaku/index.htm

43 三井物産（株） 三井物産環境基金

①活動助成
NPO法人、公益法人、特例民法法人、大学、高
専
②研究助成
大学、高等専門学校、公的研究機関、NPO法
人、公益法人（財団法人・社団法人）、特例民
法法人及び上記の協働グループで研究実績
が3年以上の団体

①活動助成
地球環境問題の解決と持続可能な社会構築に貢献する活動
②研究助成
地球環境問題の解決と持続可能な社会構築に貢献する研究で、
下記対象分野に関わるもの
＜対象分野＞
1．地球気候変動問題
2．水産資源の保護・食料確保
3．表土の保全・森林の保護
4．エネルギー問題
5．水資源の保全
6．生物多様性および生態系の保全
7．持続可能な社会の構築

上限なし
①5～6月
②10～11月

三井物産（株）環境・社会貢献部
TEL：03-6705-6153

http://www.mitsui.com/
jp/ja/csr/contribution/f
und/application/

44
（公財）緑の地球防
衛基金

「地球にやさしいカード」
による助成事業

地球温暖化、森林破壊、砂漠化、大気・海洋汚
染、野生動物の絶滅を防ぐなどの、自然環境
の保全に取り組む団体

森林の保全、森林に依存して生息する野生動物の保護、砂漠緑
化及び土壌流出防止の各調査研究と実践、その他上記の目的達
成のために行う調査研究活動

50～1,000万円 8～9月

（公財）緑の地球防衛基金
地球にやさしいカード 係
TEL：03-3297-5505
FAX：03-3297-5507

http://green-earth-
japan.net/kikin_zyosei.ht
ml

6/6


